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２）モモ＝桃 
モモはバラ科モモ亜族に属する落葉低木である。原産地は中国の黄河上流の高原

地帯で、西アジアを原産とする近縁種のものにはアーモンドがある。またモモと

いわれるものは果実に細かい毛のあるもので、無毛品種はネクタリンと呼び区別して

いる。日本に伝わったのは弥生時代ごろと思われ、当時の遺跡から桃の核があちこちで

出土している。一方中国でも最も古い果樹の一つで、殷代の遺跡からも発掘されて

いる。桃の語源は『真実』(マミ)が転じたものといわれているが、実が多くなること

から『百百』、果実に細かい毛のあることから『毛毛』などと諸説がある。学名は『Prunus 
persica』で、属名はスモモを、種小辞はペルシャのという意味である。 

『万葉集』には『桃』『毛桃』などと表記されており 7 首を見ることができる。

当時『桃』とは『ヤマモモ』のことであって、『毛桃』が今日の『モモ』であったとも

いわれている。ちなみに『毛桃』として登場するものは3首である。しかしどちらに

しろ桜の 43 首や梅の 117 首に比べると、余りにも少なすぎるように思える。ただ

当時の桃は果実も小さく、甘味も乏しく果汁も少なかったので、日本人の嗜好に合わ

なかったのかも知れない。とはいえ桃は梅と同じように鑑賞用としても、果樹として

も、また薬用としてもその価値は高く、中国でも日本でも古くから栽培され、桃文化を

形作ってきた。花は桜に先がけて 3 月下旬から 4 月上旬に開花し、果実は栄養価が

高く病魔を避けることができると考えられていた。さらに『桃』という字は木偏に

『兆』という字を書くので､ 桃の核が二つに割れる性質を『甲骨卜』(コウコツボク)

のひび割れる『兆し』とも結びつけるようになる。しかもひび割れた核からは新しい

種子が現れる。これはまた女陰の連想を誘い、生命力のシンボルとしての地位をも

獲得するようになっていった。 

桃は『古事記』や『日本書紀』にも登場し、これは『伊邪那岐命』(イザナギノミコト

『日本書紀』では伊弉諾尊と表記。)と、その妻である『伊邪那美命』(イザナミノミコト

『日本書紀』では伊弉冉尊と表記。)の話として伝えられている。その内容は亡くなった

妻に会うために黄泉(ヨミ)の国へ赴き、そこで見てはならないとされていた妻の屍

を見てしまう。このため神の怒りをかい、鬼に追われて逃げ帰る途中、黄泉の国の

比良坂(ヒラサカ)あたりで、道端に桃の大木があったので、桃の実を拾って3つ投げ

つけると鬼はみな逃げてしまった。という物語で、以来桃には邪気を払う霊力がある

と信じられてきた。似たような物語は中国にもあり、古代中国の『荊楚歳時記』

(ケイソサイジキ)や『山海経』(サンガイキョウ)それに『淮南子』(エナンジ)などの

書物にも同様の記述を見ることが出来るのである。このため『古事記』や『日本書紀』

の記述も、こうした中国の物語を模倣しつつ、日本の独自性を加えながら、少しずつ

日本文化の中に取り込まれていったものなのだろう。あるいは日本に渡ってきた大陸

の人々が、語り伝えた物語を記載したのかも知れない。 
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ところでこの伊邪那岐命と伊邪那美命の話は、日本の国土が創造されたときの物語

として『記･紀』には語られている。この二神は日本における最初の夫婦として登場

し、『記･紀』によれば『矛』(ホコ)を使って、オノコロ島を作ったと伝えられている。

それによると矛を下界の海の中に下ろし、コオロコオロと海水をかきまぜると、引き

上げた矛の先からしたたり落ちる塩が、なんと日本列島になったというのである。

『日本書紀』によれば、この男女二神が『淤能碁呂島』(オノコロシマ)で､今度は

『マグワイ』をすると､『洲国』(シマクニ)が生まれたのだという。この洲国に

次いで『淡路洲』(アワジシマ)､『大大和豊秋津洲』(オオヤマトトヨアキヅシマ)､

『伊予二名洲』(イヨノフタナノシマ)､『筑紫洲』(ツクシノシマ)､『双子の億岐洲』

(フタゴノオキノシマ)と､『佐渡洲』(サドノシマ)､『越洲』(コシノシマ)『大洲』

(オオシマ)『吉備子洲』(キビノコシマ)が次々と生まれて、これが『大八洲国』

(オオヤシマノクニ)、つまり日本になったというのである。またこの他の対馬嶋や

壱岐嶋は、潮や水の泡が固まってできたものとされている。ところでここに登場する

大大和豊秋津洲は、現在の近畿地方の主要部分を意味しており、伊予二名洲は四国を、

筑紫洲は九州を、双子の億岐洲は島根県の隠岐島と新潟県の佐渡島を、越洲は越前･

越中･越後を、大洲は山口県の周防大島を、吉備子洲は岡山県の児島のことであると

考えられている。そしてマグワイとは「婚」という文字を当てて、男女の交合の

ことを意味しているのである。 

さて天武天皇の時代になると、大晦日の年中行事である『追儺式』(ツイナシキ)

において、桃の木で作った杖、桃弓、葦で作った矢を用いて、殿上人が鬼に扮した

舎人(トネリ)を追い回して退治する行事が行なわれた。これは大晦日に全ての邪気

を追い払い、新しい年を迎えようとするもので、これはやがて民間でも行なわれる

ようになる。江戸時代の五大童話の一つ、桃から生まれた桃太郎の鬼退治の伝説も

その一変形と見ることもできよう。桃太郎の物語は『猿蟹合戦』の『旅する動物』

を基本としているように見える。しかし鬼を退治するところに追儺式との関連性を

見ることができよう。同じような物語はビルマの昔話にも『親指小僧』として登場し、

他にも世界のあちこちで散見できるため、その関連性も指摘されている。 

桃の節句も同じような流れの中で日本文化の中に取り込まれてきた。これはもとは

といえば中国で三月三日に行なわれていた『曲水の宴』(メグリミズノエン)に遡る。

この行事が始めて文献に登場するのは『日本書紀』の「顕宗天皇紀」で､｢三月上巳

(ｶﾐﾉﾐﾉﾋ=三日)に、後宛(ﾐｿﾉ)にお出かけになって、曲水の宴を催された。」と記されて

いる。この行事は水辺で御祓をしてから、酒を酌み交し詩歌を歌うもので、これは池

の水を引き入れた『曲水』に杯を浮かべて、杯が自分の前を通り過ぎないうちに和歌

を詠むというものであった。桃の花弁が入った『桃の酒』が振舞われ、後にはこれが

年中行事として定着するようになる。桃の節句も以前はこうした流れを汲んでいた
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のであろうが、水との関わりは次第に薄れ、その名残りとして雛祭りに貝を供えたり、

『紙雛』を流したりする習慣だけが残ったように見える。平安時代になると日本独自

の民俗的な要素が加わって、ひとの世の穢れを人形(ヒトガタ)に託して川に流し、厄払

をするようになる。『枕草子』の中でも、「三月三日はうらうらとのどかに照りたる、

桃の花のいま咲きはじむる。」(2 段)と記されており、当時から雛祭りと桃の花との

関わりを垣間見ることが出来る。そしてこの人形が工芸品としての価値を見いだせる

ほどに、進化したのが『雛人形』で、江戸時代の初め寛永(カンエイ)年間(1623～1644)

頃から、今日のような雛祭りの形が完成されたのである。また中国では漢の武帝が

長寿を祈っていたところ、西王母(セイオウボ＝01-07-01-15、01-07-05-3 椿の項参照)

が天上から下りてきて、桃の実を七つ贈ったと伝えられている。桃の実は古くから薬

であったから、こういう故事や言い伝えは不老長寿の考えと重なって、次第に尾ひれ

もついて、雛祭りは子供たちが健やかに育つよう祈願する行事となって行くのである。 

桃を歌った和歌で有名なのは何といっても大伴家持の以下の 1 首であろう。 

   春の苑紅にほふ桃の花 下照る道に出立つ少女 

これはすでに桃の花が鑑賞用になっていたことを暗示している。しかし桃の花は以来、

芸術の分野で脚光を浴びることはあまりなかった。わずかに鍋島の色絵皿や古九谷

の皿の絵に見られる程度である。ただ奥州藤原氏の『秀衡椀』といわれている漆器

の中には、桃の花と実が見事に描かれている。この他、桃は染織の分野にもその形を

わずかにとどめている。中でも有名なのは風流人が好んだ陣羽織風の袖無しにつけた

｢桃栗3年柿8年｣である。これは背中の中央に栗の実を、両脇に桃の実を配したもの

で、裾のほうには柿をあしらった紋様である。この｢桃栗 3 年柿 8 年｣は、芽が出て

から実を結ぶまでの年月が、桃と栗は 3 年で柿は 8 年かかるという意味である。

ところがこの後がまだあって､｢柚子は9年、柚子は遅くて13年、梅は酸いとて13年、

枇杷は 9 年でなりかねる｣と延々と続くのである。 

一方、桃源郷は晋(シン)代の淘淵明(トウエンメイ＝365～427 年)の『桃花源記』

(トウカゲンキ)に由来する。これは世俗を離れた理想郷を意味するのだが、その粗筋

は武陵(ブリョウ)の漁夫が道に迷い、桃花林をさまよっていると、秦の戦乱を避けた

人々が平和な邑(ムラ)を作って暮らしている仙境に迷い込む。漁夫は手厚いもてなしを

受けて帰宅するが、再びそこへ行こうとしても 2 度と見つけることはできなかった。

というものである。これも桃に対する人々の概念と願望とが折り重なって、一つの

理想郷として描かれているのである。唐代になると王維(オウイ＝701～761 年)も

『桃源行』の中で、言わば夢幻の世界を描いている。一方、日本ではこの桃源郷を

描いた絵が多く残され、特に日本最後の文人と謳われ幕末から明治にかけて活躍した

富岡鉄斎の『武陵桃源仙境図』は有名である。 

中国では花といえば桃に決まっていた。杜甫が詠った『春望』の花も桃である。 
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   国破山河在  国 破れて山河(ｻﾝｶﾞ)在り  

   城春草木深  城 春にして草木(ｿｳﾓｸ)深し 

   感時花濺涙  時に感じては 花にも涙を濺(ｿｿｷﾞ)ぎ 

   恨別鳥驚心  別(ﾜｶﾚ)を恨んでは 鳥にも心を驚かす 

   烽火連三月  烽火(ﾎｳｶ) 三月(ｻﾝｶﾞﾂ)に連なり 

   家書抵萬金  家書(ｶｼｮ) 萬金(ﾊﾞﾝｷﾝ)に抵(ｱﾀ)る 

   白頭掻更短  白頭(ﾊｸﾄｳ) 掻(ｶ)けば更に短く 

   渾欲不勝簪  渾(ｽ)べて簪(ｼﾝ)に 勝(ﾀ)えざらんと欲す 

国破れての国とは｢唐｣、城は｢長安｣のことである。破れては玄宗帝の時に起こった

『安禄山･史思明の乱』(01-06-04-4 桜の項参照)のことで、前後 9 年間も続き国土は

荒廃した。このとき杜甫は反乱軍に捕まり長安に拘禁されてしまう。「おりしも時は春、

草木の緑はすっかり濃くなっている。／それにつけても時世の移り変わりに思いを

馳せて、美しい『桃の花』を見るだに涙が流れてくる。／家族が離れ離れになって

しまっていることも恨めしく、鳥達の声にも心が動く。／戦の狼煙は三月になっても

続き／家族からの便りは万金に値する。／すっかり白髪交じりになった頭をかき

むしると、髪の毛は薄く短くなって／いまではもう簪をさすこともできない。」と

いうほどの意味であろうか。この詩はその後、日本でも芭蕉の『奥の細道』など

にも多大な影響を与えている。奥の細道には 

   国破れて山河あり、城春にして草青みたり 

と引用されていてなじみ深い。あるいは島崎藤村の  

   小諸なる古城のほとり雲白く遊子悲しむ   

   緑なすはこべは萌えず若草もしくによしなし 

の中でも、この杜甫の『春望』が意識されていたかも知れない。この句はそれほど

の名句であり、日本人の文学表現に影響を与えたのである。ともあれ桃の花は中国人

にとっては、日本人の桜と同じように国民的花だったことを忘れてはならない。 

ところでアメリカでは桃を意味する『peach』は「溌溂とした美人｣の例えとして

用いられるのだが、日本人にイメージのよい『lemon』は、欧米ではしばしば悪い

例えに用いられている。イギリスのスラングでは｢愛嬌のない女｣という意味であり、

アメリカ人の間では｢不快な人、または不快なもの｣という意味である。因みにアメリカ

のスラングで『peach』は｢素敵によい人、素敵に良いもの」などを意味するが、これが

しばしば逆の意味で使われるところが、何ともスラングなのである。  

桃の果実は生食のほかに缶詰め、ジュース、ジャムなどにもされるが、これは明治以降

のことで、上海水蜜桃、天津水蜜桃などとの交配が進んで、果汁が多い品種が開発

されて以後のことである。現在では山梨県の甲府盆地、福島県の山麓地帯、岡山県

など、まさに桃源郷というべき産地が続々と生まれている。特に岡山県は明治初頭
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から桃の品種改良を、他に先がけて取り組んだところとして名高い。漢方では開花直前

の蕾を『白桃花』といい、浮腫の治療などに用いる。これは蕾に強い利尿作用がある

ためである。中国では核を割って、中から種仁を取り出し乾燥させて『桃仁』(トウニン)

と呼び、鎮痛、緩下、腹部の血行障害、月経不順、腰痛、便秘などに用いられてきた。

また葉は入浴剤にすると、アセモや湿疹カブレなどによいといわれている。 

さて桃の花は白花種から濃桃色種まで、ほとんど無段階に存在する。一重咲種も

千重咲種も、牡丹咲種や菊咲種もあり、とりわけ牡丹咲種や菊咲種は鑑賞用として

よく植えられている。また鑑賞用の桃の中には源平咲と称して、1本の木でピンクと白と

絞りの3種類の花を咲かせるものもある。ただしこれは、八重咲で枝垂性の『源平枝垂』

や『蘇州源平』に限る。花桃の場合は一重のものよりも牡丹咲きや菊咲きが好まれる

ようで、その品種にはピンク色の『照手姫』、色違いの『照手紅』『照手桃』『照手白』、

矮性種の『オヒョウモモ』、菊咲で濃い桃色の『キクモモ』、同じく菊咲で赤の濃い

『京舞子』、前述のごとく紅白に咲分ける『源平枝垂』『蘇州源平』などがある。

実なり桃は園芸店で求めるよりも、農協の売店などの方が手に入れやすいだろう。 

植え場所はまず陽当たりがよく水捌けがいいこと、そして肥料が十分であること、

この 3 つである。もともと『漿果』(ショウカ)が実る果樹は、乾燥地によく育つ。

モモ、ウメ、ナシ、リンゴ、アンズ、すべて湿地を極端に嫌うのである。このことは

バラ科以外のたとえばミカンやカキなどにも共通している。その理由は何故に水分

の多い『漿果』が実るかを考えてみればすぐにわかる。乾燥地で種子が発芽する

ためには、それなりの水分と、それなりの栄養分が当然必要になる。しかし乾燥地

ではそれを外部から得ることはできない。漿果の中に貯えようとしているのである。

スイカもカボチャもトマトもイチゴも、みんな乾燥地に育つ植物なのである。逆に

言えば漿果を見れば、その果樹の好む土地が見えてくるというわけである。 

さてこのような植物の甘味は日照時間と大きな関係がある。陽当たりの悪いところ

ではとかく酸っぱかったり、水っぽかったりすることも多い。よくミカンなどでは

｢岡田さんとこのミカンはとても甘い｣などと言うのを聞いて、その産地に行って見る

と、そこは半島が海に突き出していて、西陽がいつまでも当たるところだったりする

ことが多い。また果樹は『摘蕾』(テキライ)『摘果』(テキカ)と称して、木の大きさ

や状況を見ながら、不要な蕾や若い果実を、摘んでしまう作業をすることが多い。

摘果の対象は陽当たりの悪い、木のフトコロ部分や北側の部分で、熟しても商品に

はならないためである。こうして木のエネルギーを最大限、残された果実に行き渡る

ようにするのである。バラ科のモモは、梅のところでも述べたように消毒も大事なの

で、春芽出しの前に1回、新緑が過ぎた頃に1回、夏前に1回、秋分の日を過ぎた頃に

1 回と、殺菌剤の水溶液を散布してあげるとよい。また毛虫もよく着くので、密植は

できるだけ避けて通風をよくしておくことが重要である。 
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山梨県の甲府盆地はブドウは言うに及ばず、モモやナシ、アンズ、プルーンの産地である。 

一面に続く丘陵地は水はけが良く、甘い果実が実る条件がそろっている(山梨県中央紙付近）。 

 

大輪で八重咲の花モモ、お隣中国では、花といえばこの桃である(埼玉県川口市）。 
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福島市花見山公園では桃、桜、梅、小梅など、あらゆる花がいっせいに開いて春を競う。 
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彩甲斐街道(国道140号線)脇の空き地で満開になった桃の花(埼玉県深谷市）。 
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旧武川村は神代桜をはじめ、眞原桜並木、武川の一本サクラなど、とかく名木が多い。冬の

寒さから解放された喜びを、花を愛して育てることで表現したのだろう(山梨県北杜市）。 
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10 

 

枝垂桜で名高い慈雲寺の周辺は、モモの他、スモモやナシ、アンズの生産が盛んなところで、

4月の上旬～下旬は次々と花開く。正に桃源郷という以外に表現できない(山梨県甲州市）。 

 

ハイジ村の隣接地で見つけた、真っ赤で八重咲の花モモ(山梨県北杜市）。 
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11 

 

群馬県甘楽町の小幡の公園の斜面に咲いた早咲きの桃の花。(2018.03.04.）
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12 

 
農家の庭先で見事に咲いた花モモ。手前のシバザクラも真っ盛りである(埼玉県小川町）。 
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13 

 

マンションの片隅に植えられていた桃である。あまりに花が赤いので、毎春気になっていた。 
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14 

 

桃の花をアップで見ると、桜にも劣らない美しさである。しかも咲く時期もほとんど同時で

あるのに、桜にブランド負けしていないだろうか。これは大輪で紅の濃い｢相模枝垂｣である。 

 

こちらの桃は東松山市付近の254号バイパス沿いで撮影したものである。 
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15 

 

群馬県の妙義山麓付近で咲いていた桜と桃、さてどちらが美しいと言えるだろうか。
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16 

 

群馬県高崎市倉渕から、地蔵峠を越えて松井田町郊外で出会ったモモの花。 

 

真っ赤なモモの花とサクラの取り合わせは、相互に引き立てるようでいっそう美しい。 
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17 

 

紅白の花を咲き分ける桃は、この八重咲で枝垂れ性の源平枝垂のみである(さいたま市浦和区)。 
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18 

 

源平枝垂には、このように紅白の他に、紅縦絞りの花も咲く(さいたま市浦和区)。 
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19 

 

埼玉県寄居町の民家に植えられていた八重咲の花桃。春真っ盛りの花ではある。 
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20 

 
花見山公園を思わせる花の里、付近にはセツブンソウの群落地がある(埼玉県小鹿野町）。 
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21 

 

花弁がキクのように細いので、菊モモという。秩父の山中の寺院にはかなりの大木があり、

一瞬、何の花が咲いているのかと、自らの目を疑ってしまう(さいたま市浦和区）。 

 

菊モモ『京舞妓』は赤みが強く、いっそう良く目立つ花である(埼玉県川口市）。 
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22 

 

モモの果実は細かい毛で覆われているので、毛々とも記す(埼玉県深谷市)。  
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23 

モモの果実は8月のお盆前後に完熟して市場に出回る。これは通常、白桃と呼ばれており、

外見は美しい洋紅色であるが、果肉は白に近い。これに対して写真の黄桃は、外見もまた果肉

も黄色みを強く帯び、秋分の日前後に完熟して市場に出荷される(写真は長野県産｢黄金桃｣)。  

一方、岡山の｢清水白桃｣と呼ばれる品種は特殊な育種法により果皮も果肉も白く甘味が強い。 
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24 

 

ネクタリンはモモの変種で学名は『Amygdalus persica var.nectarina』である。和名はズバイ

モモとかツバキモモ(椿桃)、ヒカリモモ(光桃)、アブラモモ(油桃)などとも呼ばれる。モモと

異なり果皮には毛がなく、皮ごと食べることも出来、強い甘味と適度な酸味がある。目次に戻る 


